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広島県労福協 役員（会長
会長）
）交代
2022年 1 月31日㈪に開催した県労福協「2021年度第 4 回幹事会」において、
伊丹幸男会長が退任され、新会長として久光智博氏が選任されました。

久光新会長就任挨拶

伊丹前会長退任挨拶

1 月31日開催の第 4 回幹事会において伊丹会
長の後任として会長に選任いただきました。
伊丹前会長には、10年間にわたり、激動する
社会情勢の中、
「福祉はひとつ」の理念のもと力
強くリードいただき、心より感謝申し上げます。
私たちの働き暮らす環境はコロナ渦の継続に
より一変し、社会的に弱い立場の人ほど、深刻
な影響が及んでいます。
いままさに、人と人とのつながりを大切にす
る「労働者福祉運動」の真価が問われており、
労働組合と事業団体が「ともに運動する主体」
として、地区労福協とともに支えあい・助け合
いの輪を広げていかなければなりません。
これまでの「運動基盤」をしっかりと引き継
ぐとともに、時代に即した「新たな運動」の実
現を目指し、皆さんとともに全力で頑張ってま
いる所存です。
引き続き、会員皆様方のさらなるご理解とご
協力をお願い申し上げ就任の挨拶といたします。

2012年 5 月の総会で選任され、 9 年 8 カ月広
島県労福協会長の任を務めることが出来ました。
関係各位のご理解とご協力のお陰であり、心か
らの感謝を申し上げます。
就任当時、2020ビジョンで掲げた「安心・共
生の福祉社会」の実現にむけて、地区労福協・
事業団体と労働組合が一体となって共助拡大の
運動をスタートすることができました。
その後、新自由主義による貧困と格差の拡大、
更には相次ぐ大規模災害やコロナ禍もあり、世
代を超えて将来不安が尽きない状況が続いてい
ます。
だからこそ「福祉はひとつ」の理念を踏まえ、
「誰ひとり取り残さない持続可能な社会」の実現
に向け、久光会長を中心に労福協・事業団体・
労働組合の皆様方が「ともに運動する」関係を
次の世代につなげて頂けることをお願いし、退
任の挨拶とします。ありがとうございました。
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臨時
総会

福山労働会館

臨時総会開催

臨時
総会

広島労働会館

臨時総会開催

2022 年 2 月 1 日 ㈫、
「みやび」において福山
労働会館の臨時総会が開
催されました。
議長には三菱電機労働
組合福山支部の平尾 充氏が選任されました。
冒頭、木村理事長は、2022年 4 月 1 日より広
島県労働会館として再スタートすること、現在
の事業は継続していくので、今はコロナ禍の状
況で厳しいが、状況が回復した際には、引き続

きよろしくお願いいたします、と挨拶しました。
その後、第 1 号議案 合併契約書の承認の件
が高橋常務理事より提案され、承認されました。
また、特別報告として合併に伴う広島労働会館
の定款変更が報告されました。
最後に、長谷部副
理事長より、合併後
の新役員体制の報告
があり、臨時総会は
終了しました。

れる。ついては、新しく誕生する「広島県労働
会館」への引き続きのご協力をいただきたい、
と挨拶しました。
その後、三上常務理事より、
第 1 号議案 合併契約書の承認の件
第 2 号議案 合併に伴う定款変更の件が、提案
され、会員総数 3 分の 2 以上の賛成で承認され
ました。
続いて、森原副理事長から、
第 3 号議案 合併後の役員補充選任の件が提案さ
れ、役員選考委員長を務めた県
労福協伊丹前会長が役員候補者
を発表し、拍手により承認され
ました。
すべての議案は提案通り承
認され、臨時総会は閉会しま
した。

2022年 2 月 3 日㈭、
「ワークピア広島」におい
て、広島労働会館の臨時総会が開催されました。
司会進行は広島労働会館副理事長の森原 功
裕氏が務め、議長にはマツダ労働組合の古賀
清美氏が選任されました。
冒頭、山﨑理事長は、「まん延防止等重点措
置」が適用される状況の中で、多くの皆さまに
出席いただいたことに感謝の意を表するととも
に、本総会は、広島労働会館と福山労働会館の
合併が大きなテーマであること、本日承認いた
だければ、 4 月 1 日より広島県労働会館として
再スタートすることになるが、現在のようなコ
ロナ禍の状況が続く中では、前途多難が予測さ

■大切な毎日の体調管理に
■指を入れてボタンを押すだけ簡単測定
■上下左右縦横表示変更可能
本体サイズ ：
（幅）
約5.5cm×
（奥行）
約3.8cm×
（高さ）
約2.8cm
本体重量 ： 約25g
素材・成分 ： ABS樹脂、
シリコンゴム
測定方法 ： 2波長吸光度法
電源 ： 単4乾電池（別売）定格電圧 ：ＤＣ３Ｖ
＊本製品は医療機器ではありません。
＊血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持のみを目的としたものであり、
医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。

【お問い合わせ】

ユニオントラベル広島

一般社団法人広島労働会館

TEL：082-261-8131 FAX：082-263-3489
広島市南区金屋町１-17

info@workpier.jp
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こくみん共済 coop からのお知らせ
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各地区
労福協

地区労福協との意見交換会

『広島中央地区労福協』

『広島西地区労福協』

日 時：2021年12月10日㈮
出席者：【地区労福協】 谷口会長

日 時：2021年12月16日㈭
出席者：【地区労福協】 滋野会長

他5名

他6名

欺」から SMS を利用したり、訴訟を匂わすハ
ガキを送り付けてくる「架空料金請求詐欺」、昨
今のコロナ禍における給付金や還付金に目を付
けた「還付金詐欺」などありとあらゆる手段を
使い、私たちからお金を騙し取ろうとする悪質
なものであり、手口を学び対策を立てる（知る）
ことができた大変貴重な研修となりました。
ここで得た教訓は「電話でお金の話が出たら
詐欺」「一人で判断せず、誰かに相談」「迷った
ときには警察に相談」ということでした。
備北地区では今後も生活に役立つ内容を「教
室」と言う形で実施することによって、地域の
勤労者のお役に立ちたいと考えます。

【府中地区労福協】
「第21回作業所で働く人たちの作品展」
今 年 度 は、i-coreFUCHU（い こ ー れ 府 中：
府中天満屋内）で12月11
日～12月18日までの開催
とし、多くの方にご覧い
ただけるようにしました。
作品展には 8 ヶ所の作業所から絵画・書・陶
芸等の作品を出展いただき、日頃の活動成果を
披露されました。細かい作業で作り上げられた
すばらしい出展作品を鑑賞した来場者の方々か
らは感嘆の言葉をいただきました。
例年と方法を変えての展示であったこと、準備
期間が短かったことから例年より出品が少なく、
周知があまり出来ていないこともありましたが、
250名の方々にご来場いただくことができました。
神石高原町では広報に掲載を、府中市では
Facebook に掲載を、地元新聞「かわら版」に掲
載をいただくなどしましたが、まだ周知活動は
今後の課題となりました。
今後もより多くの方にご覧いただける作品展
となるように創意工夫をしていきたいと考えて
います。

【賀茂豊田地区労福協】「勤労者政策協議会」
2021年12月20日㈪、東広島市・連合広島賀茂
豊田地協・当地区労福協からなる「賀茂地区勤
労者政策協議会」を開催しました（出席10名）。
協議会では地区労福協のほか、事業団体（こ
くみん共済 coop・ろうきん）の活動について報
告し、地域の勤労者福祉のあり方やコロナ禍で
の活動のすすめ方について協議しました。
後段では市長が出席され、地域の教育や交通
政策など、勤労者の生
活に直結する分野の展
望について分かりやす
く説明をいただきまし
た。

【備北地区労福協】「防犯教室」
2021年12月11日㈯、「生活向上サポート事業」
として備北地区では最近巧妙化している特殊詐
欺の実態や対策、また地元で発生している犯罪
の傾向について学ぶべく、三次警察署より講師
をお招きして「防犯教室」を開催しました。
特殊詐欺については、いわゆる「オレオレ詐
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これからの
ライフイベントに向けて
貯蓄をしませんか？

※各種預金商品については、〈中国ろうきん〉ホームページをご確認いただくか、
くわしい説明書が必要な方は店頭へお申し出ください。

ろうきんイメージモデル
高梨 臨

対象期間中の「退職金専用定期預金※」を除く定期預金・積立性預金（財形貯蓄・エース預
金）の残高増加額に対し、５万円ごとに１口の抽選権が付きます。
※退職金専用定期預金が満期を迎え、自動継続となった定期預金も、抽選対象となりませんので、あらかじめご了承ください。

自動抽選ですので、ᴾ
ご応募の必要はᴾ
ありません。ᴾ

２０２１年１２月３１日時点のお取引内容に基づき、抽選を実施いたします。
対象期間：２０２１年１０月１日ᵆ金ᵇ～２０２１年１２月３１日ᵆ金ᵇ

■抽選：２０２２年１月ᴾ ■当選発表：２０２２年２月
当選者の発表は、当選通知または賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※プレゼントの抽選は、個人のお客さまが対象となります。
※２０２１年１２月３１日までにお取引を解約された場合は、抽選権獲得の対象となりません。
※各賞とも 1 名につき当選は 1 本のみとし、重複当選はありません。

●くわしいお問い合わせ・ご相談は
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